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１．は　じ　め　に
　質量分析法は技術進歩と相俟って物質，生命と医療科
学の広範な分野の化学分析に重用されるようになってき
ている．このため気相イオンの構造の情報が益々重要と
なり，核磁気共鳴（NMR）分光法のような一般的な構
造解析法の出現が希求されている．NMR法は物質の組
成や構造と物性の研究手法として確立され広範に利用さ
れているが，測定感度が低いため溶液や固体試料への応
用に限られてきた．NMR法が気相分子イオンに適用で
きるようになると，上記の化学分析の発展を助長すると
共に分子イオンの構造や反応等の基礎科学的な研究も大
きく進展することが期待される．著者は上記の要請に応
え気相分子イオンのNMR分光を実現するため，超電導
磁石内に設置したペニング型トラップ内でStern-

Gerlach型実験を行う新しい核磁気共鳴の測定原理を提
案している．1，2）　この方法は高分解能質量分析に利用され
ているイオンサイクロトロン共鳴装置と同一磁場内に設
置して動作させることができ，質量分析機能を備えた
NMR分光装置の創成が可能となる．本研究ではこの測
定原理の検証と気相分子イオンのNMR分光法の開発を
目的としている．この方法では非常に弱い磁気共鳴信号
を核スピン分極として検出するため分子イオンの極低温
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method such as the formation of cold ions under a strong magnetic field, and the magnetic field excitation 
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冷却が要となる．ここでは新しい極低温冷却法を開発
し，気相分子イオンの核スピン分極の観測とNMRスペ
クトルの測定を試みる．

２．気相イオンの核磁気共鳴の研究背景，	
２．測定原理と研究開発の概要

2.1	 研究背景
　質量分析法は検出感度が極めて高いため物質科学のみ
ならず生命科学や医療科学等においても極微量物質の化
学分析で重用されている．しかし質量分析法では質量の
情報しか得られず構造決定が困難を極めており，研究進
展の大きな障害となっている．これらの研究分野で直面
している大きな課題は，気相分子イオンが益々重要な研
究対象となってきているにもかかわらず，凝縮系の
NMR分光法に相当する一般的な構造解析方法が未開拓
な点にある．この構造解析の問題を解決する気相イオン
の新しいNMR分光法の創出は，基礎科学分野の喫緊の
課題の一つと考えられる．
　凝縮系のNMR分光法はPurcellら3）とBlochら4）による
初めての核磁気共鳴実験を契機として飛躍的に発展し，
今では構造解析の不可欠な手段として多分野で広範に利
用されている．またNMR分光法は気相分子にも応用され
分子間の相互作用を解明する研究分野として発展してい
るが，この方法は蒸気圧の高い分子に限定されている5）．
ここで対象とする気相イオンに既存の凝縮系のNMR分
光法を適用するために105以上の感度向上が必要となる
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ため，実現が困難とされてきた．しかし，NMR分光法
は歴史的にはRabiがSternら6）の分子線偏向法を核磁気
共鳴検出に用いた分子線磁気共鳴法の開発に始まってい
る7）．Rabiは並置した2つの強力な楔形磁石の中をビー
ム径を精密に制御した分子線を通過させ，中間に置いた
静磁場内で分子にRF磁場を照射し分子線の偏向の変調
を観測することにより，原子や分子の磁気モーメントの
測定に成功している．この方法は中性分子にしか適用で
きないが，分子イオンについても非常に弱い磁気共鳴を
検出するために，傾斜磁場内で核磁気モーメントに作用
する核磁気力を検出するRabiらの方法が最適と考えら
れる．本研究ではRabiの方法を気相イオンに拡張する
ため，超電導磁石内に捕捉したイオンについてStern-

Gerlach型の実験を行う「磁気共鳴加速法」を提案し1，2），
開発を進めている．この方法の特徴は気相分子イオンの
NMR検出を実現するだけでなく，高磁場下で非常に類
似した共鳴実験により高分解能質量分析を行うイオンサ
イクロトロン共鳴（ICR）法8）と組み合わせることが可
能となる．同じ磁場内に ICRセルとNMRセルを並置す
ることにより，将来的には質量分析機能を備えたNMR

分光装置として化学分析分野の一般機器に供せると考え
られる．
2.2	 気相イオンの核磁気共鳴の測定原理と研究開発

の概要
　本方法の測定原理と今までの開発研究については昨年
度の報告で詳しく紹介した．ここでは後述の今年度の研
究経過報告と関連して概要に触れる．
2.2.1	 測定装置と測定原理
　図１は最新の気相NMR装置の概略図を示す．装置は
図1bに示す磁場分布をもつ超電導磁石と，上流と下流
側からボーア内に挿入したイオン源とNMRセルで構成
される．磁石は高磁場（BH）と低磁場（BL）域に9.4 T

と3.1 Tの均一磁場域（約700 mm間隔），この間が最大
25 T/mの傾斜磁場となるよう設計・製作した9）．NMR

セルは両端に円筒電極対からなる捕捉電極と，その内側
に設置した9.4 Tと3.1 T仕様の2種の核磁気共鳴用RF

コイルで構成され，図のように磁石の傾斜磁場内に設置

する．セルの入口にはイオン源から導入されるイオンの
速度選別用に2枚のメッシュ電極が組み込まれている．
イオン源では分子線法で予備冷却した分子をレーザーで
光イオン化し，生成したイオンを減速器で減速する（減
速器の詳細は後述）．このイオンは下流のNMRセルで
捕捉しセル内を往復運動させるが，速度分布幅が広いた
め冷却操作を行う．ここでは速度選別法で速度分布の一
部を切り出し，さらに図1の速度分散補償器で速度分布
の分散を補償して極低温のイオン束を発生する．このイ
オン束はその後，セル内を往復運動させ，この運動に同
期してセル両端のRFコイルでπパルス励起して核スピ
ンを180度反転させる．この磁場励起で共鳴したイオン
のみが傾斜磁場との加算的な相互作用で加速され，核ス
ピン状態の異なるイオンで速度増分（Dv）に差が生じる
ため空間的に分離される核スピン分極が発生する（図
1）．適当な往復回数後に捕捉電極の電圧を下げて下流側
に開放し，MCP検出器で飛行時間を測定することによ
り核スピン分極を検出する．分子イオンの場合，速度増
分は共鳴周波数の同じ分子内プロトンの数に比例するた
め，種々の周波数でDvを測定しプロットするとNMRス
ペクトルが得られる．本方法ではイオンを高感度で計数
するため，測定感度は試料濃度よりは核スピン分極に伴
う飛行時間差の観測精度で決まる．イオン束が低速で初
期速度分布幅が狭い（温度が低い）ほど検出感度が高く
なる．この検出要件を検討するため核スピン分極の変化
をシミュレーション計算し，M=100程度のイオンにつ
いては試料イオンの初期速度v0と初期速度分布幅Dv0は
100 m/s，0.5 m/s（FWHM）程度という結果を得てい
る．この初期速度分布幅はサブmKの並進温度に相当
し，イオンの極低温冷却が重要となる．またこの極低温
イオン束をNMRセル内で発生させ，非常に弱い核磁気
共鳴相互作用を観測するために，セル内の浮遊電場の抑
制と低エネルギーのイオン束の制御が要となる．
2.2.2	 気相NMR分光装置の開発
　本研究で用いる傾斜磁場型超伝導磁石 9）と真空装置は
科学技術振興機構　先端計測技術・機器開発プログラム
の支援で設計・製作し，その後分子科学研究所に移設し
機器センターの装置の装置開発の一環として研究を遂行
した．平成29年に豊田理化学研究所に異動後，受託研
究員として分子研で開発を継続している．
　開発を進めている気相NMR分光装置の概略図を図1

に示している．イオン光学系は減速器を組み込んだイオ
ン源とNMRセルからなる．前節で述べたように本方法
では数meV程度の低エネルギーのイオン束の発生，捕
捉と制御が必要なため，イオン光学系に残存する浮遊電
場の抑制も重要な課題となる．浮遊電場の発生源は接触
電位差や電極表面のパッチ効果等が考えられ，イオン光
学系のベーキングが重要となる．このため（1）減速器図１．（a）気相NMR装置の概略図と（b）超電導磁石の磁場分布
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を組み込んだイオン源と（2）NMRセルの他に，超電
導磁石の小さい内径のボーア内で作動するイオン光学系
のベーキングシステムを開発した．
　イオン源については，通常用いられているポテンシャ
ルスイッチ（PSW）やさらに改良を加えたPSWの他，
より定量的な減速が可能な進行波型の多段減速器を開発
してきたが，3章で紹介するように最新の装置では図1

のような改良型のPSWを組み込んでいる．
　NMRセルは前記のように（1）イオンの捕捉と極低
温冷却の機能と（2）NMR検出の機能を持たせる必要
がある．イオンの速度制御法は高エネルギーイオンにつ
いては詳しく研究されているが，本装置に必要な低エネ
ルギーイオンの研究はまだ限られている．また超高真空
中でのNMR検出の研究例はほとんど無く，これらの機
能は独自に開発を進めた．
　2.2.2.1　極低温冷却の機能
　上記のイオン源により実験で要請される低速のイオン
束の発生が可能となってきたが，同時に要請されるmK

以下の速度分布幅は分子線による冷却だけで実現できな
い．ここではNMRセル内に導入したイオンを極低温に
冷却するために，イオンの速度選別と速度分散補償法を
新たに開発してきた．図２はこれらの方法の模式図と実
験例をまとめて示している．図2aは分子線で冷却され
たトリメチルアミンイオン（TMA+）を263 m/sまで減
速してNMRセルに導入し，セル内を往復するイオン束
の飛行時間スペクトルを往復回数（N）と共に重ねて示
している．分子線により速度が揃い2 K程度まで冷却さ
れるが初速度分布幅は±15 m/sと広く，セル内では往復
回数と共に急激に広がる．この分布幅を狭めるためセル
の高磁場側の捕捉電極の上流側に一対のメッシュ電極
（透過率90%）を速度選別器として設置し（図1a），セ
ルを往復するイオン束の運動に同期してパルス電圧を印

加することにより，速度を変えることなく速度分布を切
り出す方法を考案した2）．図2bはセル内を2回往復後に
上記の方法で切り出してセル内に捕捉したイオンの飛行
時間スペクトルを示す．この操作でイオン束の速度分布
幅は±2 m/s（~50 mK）と狭まり冷却される．
　このイオンの速度分布をさらに狭めmK以下に冷却す
るために，図1aの速度分散補償器を開発しNMRセル内
に組み込んでいる．この補償器は抵抗列で繋いだ25枚
の薄い円筒電極で構成され，速度分散補償の仕組みは図
2cに模式的に示すようにイオン束のエネルギー分散を負
の勾配をもつポテンシャルスイッチで打ち消す方法を
採っている．上記の速度選別されたイオン束の速度を速
度分散補償器により揃えた結果を図2cに示す．速度分
散補償器によるイオン束の圧縮では印加するパルス電圧
と遅延時間が制御因子となる．この場合，–47 mVのパ
ルス電圧を印加することにより速度をほとんど変化させ
ずに速度分布が圧縮でき，同時にイオン強度が数倍以上
に増大する．この結果，速度分布幅は±0.23 m/s（1 mK）
と非常に狭くなり，目標のmKの温度に相当する速度の
揃ったイオン束の発生が可能となってきている．
　2.2.2.2　NMR検出系の開発
　磁気共鳴加速法で核スピン分極を誘起するためにRF

コイルを用いたπパルス励起が必須となる．市販のNMR

プローブは利用できないため，本研究では新たに超高真
空中で動作するプローブを独自に開発した．コイル部は
イオン束を有効に磁場励起できるサドル型を採用し，磁
場強度の理論計算の文献10を参考にして設計・製作し
た．発生する磁場強度は振動等に非常に敏感なので，機
械的強度を持たせることを考慮して銅パイプ（2.5 mm

厚）から切り出して製作し，金（1 mm）／銀（3 mm）の
メッキを施した．図3aに示すNMRセルには，9.4 T側
と3.1 T側に内径26 mmのコイルを設置した．このRF

コイルを動作させるため，周波数の同調とインピーダン
ス整合用の2個の非磁性トリマーを用いたRF回路系を
隣接して組み込む必要がある．トリマーの容量（数pF

～数十pF）は周囲の金属材料との間の浮遊容量に近く
非常に敏感に容量が変化するため，機械的振動と放電の
対策を含め熱伝導性と機械的特性の優れたZrO2製の固
定具に取り付けた同調回路系を開発した．コイルの同調
は超高真空下で行うため，トリマーを外部から回転導入
器を通して微調整する方式を採用した．気相イオンの核
スピン分極を高感度で観測するために，励起パルス幅を
できるだけ正確に設定する必要があり，コイルで発生す
る磁場強度を予め測定し校正しなければならない．コイ
ルの特性は周りの配置に大きく依存するので，RFパル
ス磁場の測定はNMRセルに設置したコイルにNMR

チューブに入れた水試料を挿入してNMRスペクトルを
測定することにより行った．水のNMRスペクトル信号

図２． （a）NMRセル中でのTMA+の飛行時間スペクトル，
 （b）（c）速度選別，速度分散補償の仕組みと実験例．
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を用いたコイルの磁場測定とRF回路および磁場励起シ
ステムの詳細は3章で詳しく述べる．

３．平成30年度の開発経過
　原理検証実験で必要となる磁場励起システムを完成す
るため，NMRセルに組み込み込んだRFコイルの磁場
強度測定によるコイル特性の検討と磁場励起法の改良を
進めた．またNMRセル内でのイオンの速度の精密制御
法の最適化を進めると共に，極低温イオンの発生と制御
で課題となっていた浮遊電場の抑制技術の改良を下記の
ように行った．これらの結果を基にして原理検証の実験
に取り組んできた．
3.1	 低速イオンの捕捉環境の改良
　本研究では前記のように上流側のイオン源でイオンを
発生して減速し，下流のNMRセルで捕捉，冷却した
後，RF磁場励起により核スピン分極を誘起する．これ
までの研究で要となる非常に速度分布幅が狭い極低温イ
オンの発生が実現されるようになった．またもう一つの
要因である低速イオンの捕捉環境の整備として，浮遊電
場の抑制に取り組んできた．本装置で外部電源に繋がっ
ていない電極類はフレームとそれを支える支持枠を通し
てSUS製の真空単管にアースされる（図3a，3b）電気回
路となっており，1 eV以上の運動エネルギーの通常の
イオン実験では接触電位差も含め問題はない．しかし本
実験ではイオン（質量数100）の運動エネルギーを10 

meV程度まで下げることを目指しており，イオン源（1 

m長）とNMRセル（1.7 m長）に残存する浮遊電場を数
mVまで下げる必要がある．浮遊電場の原因は（1）接
触電位差，（2）電極表面への水の吸着，（3）電極金属
表面の汚れや（4）金属表面のパッチ効果等が考えられ
る．（3）と（4）の影響を最小限に抑えるため，イオン
光学系の電極類は銅に銀ベースの金メッキを施して製作
している．（1）接触電位差に由来する浮遊電場について
は昨年度の報告でも少し触れたが，主に装置を異種金属
で構築していることが原因となっている．真空装置は非

磁性ステンレス（SUS 316L）製で，イオン源やNMR

セルの支持部は軽量化するためTiを多用してきた．しか
し，Tiの仕事関数は4.1 VとNMRセル電極の金（4.9 V）
や真空槽のステンレス（4.7 V）と比べ低く，接触電位
差による浮遊電場の発生原因となりうるため，できるだ
けSUS製に置き換え改良した．また金とSUSの電位差
も無視できず，装置全体を非磁性の同種金属で製作する
ことも困難なため，イオン源とNMRセル間の接触電位
差に由来する電位差はバイアス電圧の印加で補償できる
ようイオン源を下記のように改良した．またNMRセル
には（2）電極表面への水の吸着による浮遊電場の発生
源となるメッシュ電極も含まれており，低速イオンの透
過率を改善するためにベーキングは重要である．この
ベーキングに伴う浮遊電場発生の問題も下記のように改
良を加えた．
3.1.1	 イオン源の改良
　図1で示すように，検証実験では超音速分子線で予備
冷却した試料気体をレーザーで光照射しイオンを発生し
ている．この過程で発生するイオンは前記のように並進
温度が2 K以下に冷却されるが中心速度は600 m/s程度
と速く，核スピン分極の観測ではさらに減速する必要が
ある．このため光イオン化部の下流に減速器を組み込ん
だイオン源を開発してきた．昨年度までは減速器として
進行波型の多段減速器を用いていたが，イオン源のベー
キングと浮遊電場の抑制の視点から電気回路としてより
簡単なポテンシャルスイッチ（PSW）型の減速器を採用
した．図４にこの減速器の写真と減速の模式図を示す．
PSW型減速器では減速器に負電圧を印加して出口で減
速する．この過程で中心速度は減速されるが速度分布幅
は保存されるので，減速後にイオン束が時間的・空間的
に広がってしまうため下流でのイオンの制御が困難にな
る．直流の負電圧の代わりに負パルス電圧を印加し，イ
オンが出口を通過する時間を見計らってパルスを切ると
イオン束が部分的に減速・圧縮されるため，イオン束の
広がりを抑えながら減速が可能となる．通常，イオンの
減速にこのような方法が利用されているが，後者の方法
では減速と圧縮を同じ電場勾配を使って行うため，条件
が制限され充分な減速が達成できない．この欠点を改良
するため，ここでは図4bのように減速器の電極を二分

図３．	（a）最新のNMRセルと（b）ベーキングヒータを装着した
NMRセル．（c）（d）本文参照．

図４．（a）PSW型減速器付きイオン源，（b）減速の仕組み
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割し，イオンの通過時に上流側の電極対に正パルスを印
加してイオン束を予め圧縮した後に下流で減速する方法
を採用している．このイオン源はアース点が少なくバイ
アス電圧が印加し易いため，前記のような下流のNMR

セルとの間で発生する浮遊電場の補償が可能となった．
またイオン源のベーキングも低速イオンの透過率を改善
するために必要となるため，新たにNMRセルのベーキ
ングと同様の輻射加熱型のシステムを製作した．今後，
より低速のイオンを用いたNMR検出の実験に効力を発
揮すると考えられる．
3.1.2	 NMRセルの改良
　NMRセルはイオンの捕捉と極低温冷却等の制御機能
を持たせるため，メッシュ電極対の他に80枚程度の円
筒電極で構成されており（図3a），電極間隔が狭いため
2×1 mmサイズの非磁性チップ抵抗で電極間を連結し
ている．従来はこの抵抗の固定方法として図3dに示す
パネル方式を採用し，金メッキした銅板にチップ抵抗を
ハンダ付けして2 mmネジで電極に固定していた．この
方法は浮遊容量の発生の点で優れているが，ベーキング
の際の温度上昇に伴うNMRセルの伸縮で抵抗が剥離し
易く，実験の大きな障害となっていた．チップ抵抗の確
実な固定法として導電性接着剤の利用も考えられるが，
超高真空中では真空排気に支障がある．ここでは図3d

に示すようなバネ型の端子をチップ抵抗の両端にハンダ
付けして電極にネジ固定する方法を考案し，イオン源と
NMRセル内の電極に設置した．バネ型固定法ではチッ
プ抵抗ととハンダの接触面積が広く，加熱に伴うセルの
伸縮にも柔軟に変化するため，より強固に固定される．
この改良でNMRセルの電気回路の接点トラブルが大幅
に改良され，ベーキングに伴う抵抗剥離の問題も解消さ
れた．
　また昨年度の報告書でも少し触れたが，NMRセルの
ベーキングは図3bに示すようにセル全体をヒーター線
を巻いた銅パイプで覆い，輻射熱で加熱する方式を採用
している．2.2.2.2節で触れたようにNMRセルにRF同
調回路が組み込まれており，加熱用銅パイプの装着でト
リマーと銅パイプが近接し実効の電気容量と回路特性が
大きく変化するため，回路調整がしばしば困難になる問
題が残されていた．しかしNMRセルのベーキングは超
電導磁石に影響しないように内径の小さいボーア内に設
置した真空単管内で行う必要がある．空間的に狭く銅パ
イプを用いた加熱が不可欠なため，RF同調回路の開発
の一環としてこの問題の検討を進めてきた．金属の近接
に伴う同調回路特性の変化を種々の条件で調べた結果，
銅パイプがRF回路に悪影響を及ぼすのはトリマーが近
接する狭い部分に限定されることが分かってきた．この
結果9.4 Tと3.1 Tの同調回路について，図3cに示すよ
うにトリマー付近に当たる銅パイプを50 mm角の部分

だけ切除して窓を開けることにより，ベーキング効果を
損ねることなく容易に同調がとれ上記の問題が解決され
ることを見出した．
3.2	 RF磁場励起法の開発と原理検証の予備実験
3.2.1	 励起パルスの発生法
　本方法では磁気共鳴加速で発生する核スピン分極を観
測することにより磁気共鳴を検出する．核スピン分極を
誘起するためセル内を往復運動しRFコイルを通過する
イオン束に磁場照射し，核スピンを順次180°反転させ
る（πパルス励起）．磁気モーメントの回転角ϑは磁気回
転比γ，RF磁場強度B1と励起パルス幅DTにより決まり，

     ϑ = γ  × B1 × DT （1）

で表される．本実験ではDTはイオンのコイル通過時間
に相当する．イオンの核スピンを反転させるために，イ
オンの速度を考慮して最適のB1を発生するコイルを9.4 

Tと3.1 T磁場域に設置し，図５に示す励起磁場発生シ
ステムのRF電力増幅器の出力を調整してπパルスの設
定を行う．使用するコイルは予め発生する磁場強度を測
定し校正しておく必要があるが，ここでは高磁場側と低
磁場側ともに有効長40 mmで内径が26 mmのコイルを
設置し，水のNMRスペクトル測定により校正した．ス
ペクトルは図5のシステムとサムウエイ社の広帯域フー
リエ変換NMRスペクトロメーターを組み合わせて測定
した．図６に9.4 Tコイルについて測定したπパルス幅
と出力電力の関係を示す．実験結果は式（1）を満たし，
πパルス幅は出力電力の逆数に比例して増加する，この

図６．9.4 T コイルのRF出力とπパルス励起時間幅の関係

図５．RF励起磁場発生システムの概略図
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結果よりイオンの速度から見積もられるπパルス幅か
ら，必要な出力電力の設定が可能となる．
　核スピン分極の観測に際して，9.4 Tコイルと3.1 Tコ
イルの周波数設定と掃引はサムウエイ社の制御プログラ
ムを改良し，図5のPC-Iを用いて行うよう整備した．周
波数の掃引は図5の二台の周波数発生器を同時に動作さ
せて行う。このため2つの磁場域での水のNMRスペク
トルの共鳴周波数の比を詳細に検討し，その結果（f9.4T/
f3.1T =400.279747 MHz/ 132.161942 MHz =3.028706）
をプログラムに入力し設定した．
3.2.2	 RF磁場励起法の開発：ダブルパルス励起
　図７にセル内を往復するイオン束のRF励起を模式的
に示す．イオン束のNMRセル内での位置は，空間分布
幅が最小になる前述の速度分散補償後の低磁場側の捕捉
電極の通過時間の測定により±10 mm程度の精度できめ
ることができる．ここではRFパルスの立上りと立下り
の際に発生することが予測されるノイズのイオンへの影
響を避けることも含め，イオンへの影響がない時間を見
計らって予めRF磁場パルスを立ち上げ，πパルス幅が
通過時間で設定されるようにする．またイオンはNMR

セルの両端で折り返しコイルを2回通過するので，往復
でπパルス条件が満たされる励起法を採用する．この励
起法を検証するため，水のNMR信号を用いてダブルパ
ルスで励起した場合のコイルの動作を確認した．図８は
その一例で，48 Wの出力でシングルパルスで励起パル
ス幅を変えた結果（図8a）にダブルパルス励起の結果を
重ねて示している．図8bは240 ms幅の先行パルスで励
起し，イオンの実験で想定される360 msの遅延時間後に
2番目のパルスを時間幅を変えて励起した場合のNMR

信号強度の変化を示している．この場合緩和時間が長い
ので，ダブルパルス励起でもシングルパルス励起と同じ
πパルス幅が再現される．また図8cは同様の励起を2π
パルス幅で確認した結果である．気相イオンでは緩和時
間は充分長くなると予測され，RFノイズ対策も含め同
様のダブルパルス励起が有効と考えられる．
3.2.3	 RF磁場発生システムの整備と原理検証の予備実

験
　原理検証実験を進めるため，前節のRF磁場励起法の
開発と磁場発生システムの整備を進めた．図5に示す
RF磁場発生システムを用いた磁場励起では，NMRセル
内の2個のコイルの配置とイオンの速度で決まる時間を
パラメータとして往復回数に応じた方形パルスを任意波
形発生器で発生させ，これをGate信号として電力増幅
器をON/OFF制御することにより実現される．サムウエ
イ社製の電力増幅器はReferenceパルスとGateパルスで
設定される時間にRF電力が出力されるので，2個のコ
イルのRF磁場発生に4個のパルス信号が必要となる．
Tabor社WW5064は4チャネル出力で動作するので，予
めPC-IIで各チャネルの方形パルス波形をプログラムし
ておくと，2台の電力増幅器を同時に動作させることが
可能となる．また3.2.2で触れた低磁場側の捕捉電極の
通過時間を基準にした外部信号で任意波形発生器をトリ
ガー動作させることにより，2個のRFコイルを連動さ
せイオンの往復運動と同期した磁場励起が可能となる．
図7にこの方式による5往復のRF励起パルス列を示す．
イオンの速度が変化した際にこれらの設定が煩雑になる
と考えられるが，任意波形発生器の時間軸はサンプルク
ロックで決まるため，イオンの往復時間から求まるク
ロック数を入力するだけで2個のコイルの励起タイミン
グが同時に容易に設定できる．
　上記のシステムの動作確認と核スピン分極の観測を目
指した原理検証実験として，トリメチルアミン（TMA）
を用いた予備実験を行った．TMA+は化学環境の同じプ
ロトンを持ち核スピン分極に伴う速度増分が大きくなる図７．Rf磁場励起の模式図（N=5）とRFパルスの実験例

図８． （a）シングルパルスと（b）（c）ダブルパルス励起による励
起時間幅と水のNMRスペクトルの強度変化
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ことが予測され，標準イオンとして適している．気相イ
オンのNMR実験は皆無でTMA+の共鳴周波数の情報は
無いが，液体の水を基準としたTMAの溶液NMRの実
験は過去にあり共鳴周波数差は+127 Hz@ 9400Gと報
告されている．10）　この結果は本実験に用いているマグ
ネット（9.4 T）では+1.27 kHzに相当するので，この値
を参考にしてRF周波数を設定した．KrFレーザー（248 

nm）で光イオン化したTMA+を292 m/sまで減速し，速
度選別と速度分散補償法で冷却した後，RF磁場照射実
験を行った．この結果，コイルのRF電場による放電が
充分抑制でき，RFノイズによるイオン信号への影響が
無いことが確認された．この実験ではイオンの速度が速
く核スピン分極の観測には至っていないが，今後，さら
に減速したイオンについて原理検証の実験を集中的に進
めていく計画である．

４．ICRセルを組み込んだイオン源の製作
　本方法の特徴は図９に示すようにイオンサイクロトロ
ン共鳴（ICR）セルを超電導磁石内で上記のNMRセルの
上流にタンデムに設置し，質量選別したイオンのNMR

スペクトルの測定を可能にする点である．ICR質量分析
法の技術はすでに確立され分析器は市販されている．本
開発研究においても比較的初期の段階で ICR質量分析器
を製作し，本研究で用いている超電導磁石内でXe+イオ
ンを用いた実験で特性評価（図10c；質量分解能　約
20000）を行ってきた．ここではその後の改良で大きく
進歩した減速器付きイオン源の技術と組み合わせた利用
を検討するため，将来計画との関連で ICRセルを組み込
んだイオン源を試作した．製作した ICRセル付きイオン
源は図10aに示すように改良型のPSW型減速器と ICR

セルから構成され，ICRセル部はフロントとバックゲー
トおよびセル本体からなる．セル本体は図10bのように
円筒電極（内径30 mm）を4分割し，左右の電極対をイ
オンのサイクロトロン共鳴励起用に，上下の電極対は誘
起電流の検出用に用いる．超電導磁石の9.4 T磁場域の
均一部に設置して質量分解能が高くなるようにするた
め，セル長は30 mmとし補足電極はメッシュ電極を用
いた．このイオン源の導入により，前記の光イオン化領
域で発生したイオンや光電子衝撃イオンの減速と捕捉お

よび質量選別が可能になる．また超電導磁石の外部で発
生した一般イオンも捕捉でき，NMR分光の対象となる
と考えられる．

５．まとめと今後の研究計画
　以上のようにして平成30年度はイオン源とNMRセル
の浮遊電場の抑制を行うため装置の改良を進めた．また
RFコイルと同調回路等の磁場発生部を改良すると共に，
新たに周波数掃引と励起法を含めた磁場励起システムを
確立した．また磁気共鳴加速法の原理検証の予備実験と
して極低温冷却したトリメチルアミンイオン（TMA+）
の磁場励起実験を行い，磁場励起システムの動作を検証
すると共に磁気共鳴の検出を試みた．今後は標準サンプ
ルとして高い測定感度が期待されるTMAやジメチルア
ミンに注目し，原理検証実験を集中的に進めていく．こ
こではイオンの減速条件を最適化しながらRF磁場励起
実験を行い，核スピン分極の観測実験を行う．また核ス
ピン分極に伴う速度増分の測定を定量化して周波数依存
性を検討し，標準試料のNMRスペクトルを測定する．
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図９． ICRセルを備えた気相NMR装置の模式図
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（c）Xe+イオンの質量スペクトルの例 .
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